
北九州市で自然史‧歴史を学ぼう

自然史‧歴史‧文化学習プログラム
H I S T O R Y

スペースＬＡＢＯ（新科学館）

KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY

いのちのたび博物館

日本遺産 関門“ノスタルジック”海峡

門司港レトロ地区

北九州市漫画ミュージアム

小倉城下町散策

北九州市観光案内ボランティア



スペースＬＡＢＯ（北九州市科学館）
2022年春オープン!

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 東田エリア

1955(昭和30)年、日本初の子どものための科学館として開設された旧八幡市立児童科学 館を前身とする児童文化科学館が、

令和4年春、東田地区のスペースワールド跡地に移転し、リ ニューアルオープンしました。 ドーム径30m、250名収容の国内最大

級のプラネタリウムや、大型竜巻発生装置をはじめ、 不思議な科学現象を体験‧体感しながら学べる展示、様々なデジタルコン

テンツ等により、来館者の誰もが楽しく科学を学べます。

国内最大級の最新鋭プラネタリウム

本物を追求した究極の星空と高精細なデジタル映像が融合した世界最高峰のハイブリッドプラネタリウム。飛行機のファーストクラス並みの座席間隔、国内初のランウェ

イなど。



大型竜巻発生装置と藤田哲也博士

高さ約 10mの国内最大の竜巻発生装置や、北九州市出身で気象学の世界的権威

であり「Mr.ト ルネード」と呼ばれた藤田哲也博士の顕彰コーナー。

宇宙にまつわる貴重な実物資料

スペースワールドから引き継いだ本物の月の石やアポロ司令船などの国内有数の

貴重な実物資料を、宇宙空間を演出したラウンジに展示。

体験‧体感から科学的な思考を学べる展示構成

不思議な科学現象を体験、体感し、その原理の探究へと導く展示構成。VR‧AR等の

デジタ ル映像技術も活用。

住所 北九州市八幡東区東田4-1-1

連絡先 093-671-4566

休館日 12月29日～1月3日

開館時間 10時～18時（入館は17：30まで）

※夜間投映日あり

入館料 団体料金（30人以上）

（常設展）中学‧高校生240円、小学生160円

（プラネタリウム）中学‧高校生240円、小学生160円

HP https://www.kitakyushuspacelabo.jp/

※ネットでの事前予約が必要



施設紹介動画



北九州から世界へ。

こどもたちの未来に寄与する英語体験。

日本にいながら海外の雰囲気の中で英語を体験し、 学ぶことができる西日本

初の施設。

いつもの学校や教室から抜け出し、非日常的な空間の 中で英語だけの世界に

浸り、学ぶことができます。

トライ＆エラーを繰り返す事でチャレンジ精神を持ち、 新たな学習意欲に繋げ

る環境を提供します。

５つのアトラクション

そこは海外、こだわりのある世界観

シチュエーション別、ミッションを英語で遂行

KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY
2022年春オープン!　西日本初！英語で学ぶ体験型英語学習施設

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 東田エリア

そこは、英語だけの世界。

みんなと一緒に冒険しながら英語が分かる、伝わるたのしさを！

チームメートと一緒に英語の世界を巡るプログラム。

ミッションカードを使って多様な場面に挑戦。



住所 北九州市八幡東区東田4丁目1-1 THE OUTLETS KITAKYUSHU 内

連絡先 093-883-7168

定員 約200名　※人数を超える場合要相談

利用時間 平日　【１部】9:30～12:00、【２部】13:00～15:30、【３部】16:00～17:30

利用料 【１部‧２部】北九州市内4000円(税込）　北九州市外4400円（税込）　【３部】1650円(税込)

HP https://www.kitakyushu-global-gateway.com/

※2022年6月時点。詳細はHPでご確認ください。

施設紹介動画



大迫力の恐竜たち

アースモール
100mに及ぶ「進化の大通り」には、時間軸に沿って大小多彩

な恐竜たちが大集合。大人気のティラノサウルスや世界最大級

の恐竜‧翼竜の骨格標本は必見です。

恐竜が吠える！動く！

エンバイラマ館
約１億3000万年前、白亜紀の北九州地域を360度のジオラマ

で再現しています。恐竜たちのリアルな動きや鳴き声の中、タイ

ムトリップ！

たくさんの生物を展示

生命の多様性館
地球上に生息する様々な種類の生物を間近でじっくりと観察

することができます。

昔の人の生活を実感！

探究館
市内で発掘した弥生時代の竪穴住居などを再現しています。

当時の人々の暮らしを実感することができます。

ぽけっとミュージアム
博物館の貴重なコレクション等を絞り込んだテーマで展示す

る興味深いミニコーナーです。

ハンズオンコーナー
本物のアンモナイト化石に触ったり、土器片を組み立てる土器

パズルに挑戦したりすることができます。

ミュージアムショップ
恐竜フィギュアや化石、実物昆虫標本のキーホルダーなど、博

物館ならではのお土産がたくさんあります。 スタンプラリー
スタンプを押しながら見て回ることにより、目的や意欲をもち

ながら館内を隅々まで見学することができます。

いのちのたび博物館
地球誕生から現代まで～　自然や生命の進化と歴史を、壮大なスケールで展開！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 東田エリア

新型コロナウイルス拡大防止のため、（音声ガイド等）使用停止をしているものがあります。

北九州市には西日本最大級の自然史‧歴史博物館があります。地球の成り立ちや生命の歩みを学ぶ自然史ゾーンと、太古から

現代までの暮らしの変遷をたどる歴史ゾーンで構成され、子どもたちの知的好奇心をくすぐる映像展開や参加型展示も充実し

ています。



自然史に触れ、歴史を旅する

体験学習プログラム

学校の授業とは一味違った体験学習をすることができます。作製したものはお持ち帰りいただけます。

※事前申込みが必要です。詳細についてはお問い合わせください。

古代の鏡ミニモデルづくり：60分、1人250円
古代中国に起源を持ち、日本では弥生時代の遺跡な

どから出土する青銅製の鏡です。プログラムでは石膏

を使いミニモデルを作ります。美しく仕上がった鏡に、

古代の人たちの思いを感じることができるかもしれ

ません。

 

化石レプリカづくり：60分、1人250円
石膏を使ってアンモナイト等の化石レプリカを作りま

す。固まったレプリカを型から取りだす作業には、誰も

がワクワクすることでしょう。

実際に本物の化石を見ながら作業を行うことで、観

察力を養うことができます。

 

勾玉づくり：60分、1人250円
弥生時代から古墳時代にかけて身分の高い人たちが

身に着けていた勾玉づくりに挑戦するプログラムで

す。滑石（かっせき）を紙やすりで削り、形を整えたら、

皮ひもを通して完成です。

世界にひとつしかない自分だけの勾玉が出来た時、

古代のロマンにひたれる気がします。

ペットボトル顕微鏡づくり：60分、1人250円
ペットボトルとビーズ玉を使って顕微鏡を作ります。

身近なものを利用して、手軽に顕微鏡を作ることが

できるという新鮮な驚きと喜びを感じることができ、

探究心や自然愛護の気持ちを育むことができるプロ

グラムです。

ペットボトルホルダーがつきます。

 

化石発掘体験：60分、1人400円
栃木県那須塩原市にある化石園の岩石を素材とし、

化石の発掘体験を行います。塩原は、保存の良い化

石が豊富に産する日本の代表的な化石の産地です。

小学校の児童でもハンマーを使って化石を取り出す

ことができます。植物の化石が多く産出しますが、魚

や昆虫類の化石も発見されています。自分で発掘し

た化石は標本にして持って帰ってもらいます。

 

古銭づくり体験：60分、1人250円
古代のお金で最も知られる「和同開珎」（飛鳥時代）

をその時代の作り方で再現する楽しいプログラムで

す。作成キットを使い、溶かした合金を鋳型に入れ、短

時間で枝銭を作ります。銭貨の歴史を学ぶことで、日

本の貨幣経済がどのように進んでいったのかを考え

るきっかけとなる体験学習です。

修学旅行団体限定！

自然環境学習プログラム

自然や生命の進化と歴史が学べる『いのちのたび博物館』と生きものの命と環境のつながりを体感できる『到津の森公

園』を巡って自然環境を学ぶ学習プログラムです。（教材費無料）

（小‧中学校修学旅行団体が対象）

※事前申し込みが必要です。詳細についてはお問い合わせください。



150分滞在の場合

ガイダンス

館内利用についての説明など。

 

体験学習

ミュージアムティーチャー（MT）と楽

しい体験学習。

 

館内見学

スタンプラリーやワークシートで展示

学習。

まとめ

お土産タイムも楽しみ。

ミュージアムティーチャー（MT）

いのちのたび博物館にはミュージアムティーチャー（MT）として

教員が配属しています。体験学習プログラムの実施や、博物館を

利用した学習のお手伝いなどをしています。

いのちのたび博物館

住所 北九州市八幡東区東田2-4-1

TEL 093-681-1011

休館日 年末年始、6月下旬頃の1週間程度

開館 9：00～17：00（入館は16：30まで）

入館料 （学校団体）小中学生190円、高校生280円、大人480円

駐車場 大型バス30台

料金 30分毎250円

HP https://www.kmnh.jp

※2019年4月時点。詳細はHPでご確認ください。

昼食場所

館内（事前予約必要）館外に昼食スペースがあります



旧門司三井倶楽部
※国指定重要文化財（建造物）

1階玄関ロビーやステンドグラス、床のモザイクスタイルは当初のまま残っています。

竣工直後の大正11（1922）年にアインシュタイン博士夫妻が宿泊した部屋も当時の

姿に復原されました。気品あふれる居間や寝室など豪華な部屋はとてもロマンチッ

クです。忠実に再現されたシャンデリアや、痕跡調査に基づいて修復された建具など

も見どころです。

旧下関英国領事館
※国指定重要文化財（建造物）

領事館として使用する目的で建設された建物の中では国内で最も古く、明治期の外

交関連施設の一典型として平成11（1999）年に重要文化財に指定されています。

関門橋
昭和48年に開通した関門海峡をまたぐ吊り橋。

関門トンネル人道
国内では珍しい海底トンネル（約780ｍ）。九州～本州間を約15分で歩いて渡ること

ができます。

通行料：無料（自転車‧原付は20円）

日本遺産 関門�ノスタルジック�海峡
近代化の記憶を伝える歴史的な建造物を巡る

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 関門エリア

関門海峡で近代化の歴史を学ぼう

「日本遺産」とは、地域に残された歴史や文化的特色などを、その地域に残された有形‧無形の「文化財」で構成する物語（＝ス

トーリー）として結びつけ、その地域の魅力を語るストーリーを国（文化庁）が全国から募集し、審査を経て選ばれたものを「日本

遺産」として認定、その情報発信や地域の活性化を支援する新しい取り組みです。関門海峡沿岸を舞台に、近代化の歴史を語る

ストーリー「関門�ノスタルジック�海峡～時の停車場、近代化の記憶～」が平成29年４月28日に日本遺産に認定されました。駅

舎としては日本最初の重要文化財である門司港駅をはじめ、関門海峡両岸の都市を巡れば、日本の近代化を目撃しつづけてき

た歴史的な建造物たちが、まるで時が停止したかのように、現在も残されています。実際に見て、触れて、歴史を感じる学習が可

能です。個性豊かな42件の構成文化財が関門海峡で待っています。

関門�ノスタルジック�海峡の詳細は公式HPをご覧ください。

https://www.japanheritage-kannmon.jp/



門司港レトロ観光列車「潮風号」→サンデンバス（みもすそ川～唐戸）→関門汽

船（下関唐戸～門司港）を乗り継いで、 海峡をぐるっと一周できるきっぷです。

関門ＴＯＰＰＡ！記念証
歩いて渡って関門ＴＯＰＰＡ！記念証をもらおう！

関門トンネル人道を歩いて渡ると「関門ＴＯＰＰＡ！記念証」をプレゼント！

※修学旅行の団体様には事前にお送りします。下記までご連絡ください。

チケット販売所① 九州鉄道記念館駅、関門海峡めかり駅　北九州銀行レトロライン

門司港レトロ観光列車「潮風号」

連絡先① 093-331-1065（平成筑豊鉄道(株)）

チケット販売所② 門司港桟橋発券所マリンゲートもじ（関門汽船）

連絡先② 093-331-0222

チケット料金 中学生以上800円、小学生400円

問合先 北九州市門司港レトロ課

連絡先 093-322-1188



門司港レトロ地区
バラエティーに富んだフィールドワークに最適！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 関門エリア

門司港レトロ修学旅行スクールフリーパスポート

3時間

フリーパスを使った門司港体験＆散策プログラム例 

●小中学生：640円→520円　●高校生：1,400円→1,120円　●引率：無料

門司港レトロ地区の5つの施設（関門海峡ミュージアム、旧門司三井倶楽部、旧大阪商船、九州鉄道記念館、門司港レトロ

展望室）に何度でも入場できます。要予約。 

※旧門司三井倶楽部は耐震工事のため、2022年4月1日より約1年間休館します。 

休館中のフリーパスポート料金は、小中学生460円、高校生1,000円となります。 

◎お問い合わせ：TEL(093-321-4151)(門司港レトロ総合インフォメーション)

門司港レトロビンゴ散策　要予約

対象施設（8施設）でシートにある写真の場所を探し出し、クイズを解いてビンゴを目指します。楽しみながら門司港の歴

史･文化を学べ、班別行動に最適です。「フリーパスポート」ご利用があれば無料です。



関門海峡ミュージアム

関門海峡の歴史と文化、自然を学ぼ

う

 

JR門司港駅、九州鉄道記念館

鉄道交通の歴史と役割を学ぼう

 

「レトロクーポン」を使って、お店を選

んでお食事 

旧大連航路上屋（P29）でもお弁当を

食べる事が出来ます！

旧三井倶楽部、旧大阪商船、旧

門司税関

近代日本の歴史と文化を学ぼう

 

門司港レトロ展望室

海峡の地形と交通を学ぼう 

103mの高さから海峡を見学

「マイスター１１８」

海上保安官OB(海のマイスター)がSDGsの取り組みなどについてお話しします。 

詳しくはこちらをご覧ください。



昼食込みの班別自由研修

お得で便利なクーポンで、現金不要‧安全安心

門司港レトロ地区では、昼食‧お買い物も含めた班別研修が体験できます。生徒様の自主性‧計画性‧協調性を伸ばすの

に絶好の場所です。 

●「レトロクーポン」はレトロ地区内のお店で使え、1000円で1100円分使えるお得で便利なクーポン券です。 

●事前に利用施設ガイドマップを送付いたしますので、研修計画の際にご活用ください。 

●クーポンは、食事の他におみやげや観光にも使えます。

連絡先 093-321-4151

※要予約

九州鉄道記念館

明治24年（1891）に建築された旧九州鉄道本社屋を利用。歴代の実物車両や鉄道文化遺産の展示などがあり、産業技術の発達とともに進化した鉄道の仕組みを

学べます。また電車の疑似運転体験施設やミニ列車を自分で運転できるミニ鉄道公園があります。

門司港レトロ総合インフォメーション（B&A門司港）

住所 北九州市門司区東港町6-72　港ハウス１階

連絡先 093-321-4151

FAX 093-332-8273

HP http://www.kanmon-kaikyo-museum.jp



バス駐車場

◎港ハウス横駐車場12台　1000円／日 

◎関門海峡ミュージアム横駐車場20台　1000円／日 

予約が必要です。

連絡先 093-321-4151



普段読んでいる作品だけでなく、歴史的名作や意外なテーマのものなど、約7万冊の

漫画を読むことができます。司書の推薦作品紹介コーナーも。

キャラクターになりきる。
体をうごかして漫画と北九州市について学ぶ。ゆかりの漫画家や漫画に登場する名

所などを大画面で紹介。体の動きを感知する楽しい仕掛けでは、キャラのポーズをま

ねる「なりきりカメラ」が大人気。（1人4分）

ハーロックと記念撮影もできます。 漫画タイムトンネルのコーナーでは、漫画と社会の歴史が学べます。

北九州市漫画ミュージアム
身近な漫画の意外な裏側を学ぼう！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 小倉エリア

漫画が出来るまでの仕組みや歴史、北九州との関わりを楽しく学べます。エントランスではハーロック像がお出迎え。

JR小倉駅から徒歩2分！
本施設が入るビル「あるあるＣｉｔｙ」にはアニメ‧漫画関連のテナントが集まっており、楽しいお土産物が見つかるかも。



体験学習プログラム 70分滞在の場合

企画展の内容等についてはお問い合せください。

※企画展開催時

館内見学（企画展）

漫画‧アニメなど、様々な企画展を開

催しています。企画展のない時期は常

設展ガイドを詳しく行うなど調整しま

す。

館内見学

松本零士など北九州ゆかりの漫画家

や、漫画の仕組み‧歴史などについて

学芸員が分りやすく解説します。

閲覧ゾーン見学

歴史的名作から、話題作まで、約7万

冊の単行本が閲覧できます。

住所 北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity 5階 6階

連絡先 093-512-5077

休館日 火曜（祝日の場合はその翌日）及び年末年始

開館時間 11:00～19:00

常設展観覧料 (30名以上)：小学生90円、中高生190円、一般380円

（通常）：小学生120円、中高生240円、一般480円

※企画展観覧料は別途必要（内容により異なります）

館内見学 ガイド付き　団体の場合はグループ（20、30人）で行う場合有り

HP https://www.ktqmm.jp



小倉城
1602年に細川忠興が築城。のちに小倉藩主となった小笠原氏の居城とな

りました。現在の天守閣は1959年に再建したものです。天守閣内では、迫

力ある映像で小倉城の歴史を学んだり、流鏑馬体験やクイズなどの展示

アイテムで楽しく遊びながら江戸時代の小倉城下の暮らしぶりを体験した

りすることができます。武士や忍者のおもてなしもお楽しみいただけます。

小倉城庭園
小笠原家の下屋敷跡地に復元された書院造りの大名屋敷で、池泉回遊式

の見事な庭園もあります。館員が屋敷の特徴を説明してくれるほか、抹茶

をいただいたり、小笠原流礼法を学ぶ展示ゾーンでは食事のマナーや礼

儀作法など、日本の伝統文化にふれることができます。夜間のレーザーラ

イトアップショーも人気です。これまでも茶道体験や小倉織体験など多く

の修学旅行生のみなさまにご好評いただいています。

小倉城下町散策
城下町の歴史や文化を学ぼう！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 小倉エリア

城下町として発展した小倉は、今や商業や文化情報の中心地となり、新旧混合の魅力が溢れています。小倉の中心

部を流れる紫川周辺には江戸文化に触れる施設のほか、北九州市出身の文学者を紹介する施設などもあり、自由

散策に最適なエリアです。

住所 北九州市小倉北区城内２-１

連絡先 093-561-1210

定員 最大300名まで（要相談）

開城 9:00～20:00（4～10月）、～19:00（11～3月） 年中無休

※入城は閉城30分前まで

入城料 小学生100円、中高生200円、一般350円（30名以上2割引）

HP http://www.kokura-castle.jp/

住所 北九州市小倉北区城内1-2

連絡先 093-582-2747

開館 9:00～20:00（4～10月）、～19:00（11～3月） 年中無休

※入館は閉館30分前まで

定員 最大60名まで（要相談）

入館料 小学生100円、中高生200円、一般350円（30名以上2割引）※見学のみ

HP http://www.kokura-castle.jp/



松本清張記念館
今なお多くの読者を魅了し続ける芥川賞作家、松本清張は推理小説のほ

か現代史、古代史など広範囲にわたる数多くの作品を残しました。小倉出

身である彼の旺盛な創作活動の足跡を時代背景と共に知ることができ、

蔵書で埋まる書庫、書斎や応接室等も再現し展示しています。

小倉城庭園で学ぶ～日本伝統文化体験～
北九州市立小倉城庭園は、日本の伝統と文化に触れ、学ぶことのできる体

験型の文化施設です。 施設内の和室や立礼席では、 予約制で本格的な茶

の湯体験ができます。また、施設内には、江戸時代の大名屋敷を再現した

書院棟や展示室もあります。

住所 北九州市小倉北区城内2-3

連絡先 093-582-2761

休館日 毎週月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）、館内整理日

開館 9:30～18:00（入館～17:30）

入館料 小学生240円、中高生360円、一般600円（30名以上2割引）

HP https://www.seicho-mm.jp/

CheckPoint

3施設共通入場券が便利＆お得

小倉城、小倉城庭園、松本清張記念館の3館全部に入場できる共通チケットあり。

●小学生:250円　●中高生:400円　●一般:700円

問い合わせ先：小倉城093-561-1210

小倉城周辺散策には、勝山公園駐車場をご利用ください。

営業時間 24時間　年中無休

料金 普通車　最初の１時間200円、以降20分毎に100円

バ　ス　普通車　最初の１時間1,000円　以降30分毎に500円

（バス駐車は要予約）　小倉城　093-561-1210



茶道体験（和室または書院）

料金 800円/人(抹茶‧和菓子代)

別途講師料 15,000円～　

その他費用 入場料、貸間代

人数 和室10名‧書院30名（要相談）

問い合わせ 北九州市立小倉城庭園 　TEL：093-582-2747

座敷で行う本格的な茶道体験です。茶道の基礎を学ぶことができます。

茶道体験（立礼席）

料金 800円/人(抹茶‧和菓子代)

人数 10名まで　※入場料が必要

問い合わせ 北九州市立小倉城庭園 　TEL：093-582-2747

椅子とテーブルで気軽に茶道体験が可能です。

※料金は2023年3月時点。詳細は各施設にお問い合わせください。



北九州市観光案内ボランティア

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 小倉エリア

北九州市観光案内ボランティアと一緒にまち歩き!

北九州市には専門的な知識と経験をもって、観光地‧観光施設などの自慢のみどころを心をこめて案内する「北九州市観光案

内ボランティア」の制度があります。ガイドの解説を交えながら、門司港レトロ地区や小倉城下町などの歴史ある町並みのほか、

市内観光名所のまち歩きをお楽しみください。

北九州市観光案内ボランティア（問い合わせ先：北九州市総合観光案内所）

住所 北九州市小倉北区浅野1-1-1　JR小倉駅3階

休日 不定休

料金 ガイド1人につき2時間まで1,000円　※2時間を超える場合は1時間につき500円追加

定員 ガイド1人につき10名程度　※人数が多い場合はガイド複数人の派遣可

HP https://hello-kitakyushu.or.jp/company/sightseeing-volunteer/

※申込みについては、上記ホームページより、専用の申請書をダウンロードの上、必要箇所にご記入いただき、ご利用日の1週間

前までにFAXにてご申請ください。また、派遣人数が多い場合などお早目のご申請をお願いいたします。
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	02-スペースＬＡＢＯ（新科学館） _ 北九州市の修学旅行（開発用）
	03-KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY _ 北九州市の修学旅行（開発用）
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